
1 上村中部電力 岐阜県 恵那市 22 矢作第一中部電力 岐阜県 恵那市 43 下切中部電力 岐阜県 高山市 64 賤母関西電力 岐阜県 中津川市 85 荒谷関西電力 岐阜県 白川村

2 長良川中部電力 岐阜県 美濃市 23 明知川中部電力 岐阜県 恵那市 44 久々野中部電力 岐阜県 高山市 65 山口関西電力 岐阜県 中津川市 86 御母衣電源開発 岐阜県 白川村

3 井の面中部電力 岐阜県 美濃市 24 飯田洞中部電力 岐阜県 恵那市 45 朝日中部電力 岐阜県 高山市 66 落合関西電力 岐阜県 中津川市 87 御母衣第二電源開発 岐阜県 白川村

4 奥戸中部電力 岐阜県 恵那市 25 島中部電力 岐阜県 恵那市 46 高根第一（自流）中部電力 岐阜県 高山市 67 新落合関西電力 岐阜県 中津川市 88 尾上郷電源開発 岐阜県 高山市

5 川辺中部電力 岐阜県 川辺町 26 下村中部電力 岐阜県 恵那市 47 高根第一（揚水）中部電力 岐阜県 高山市 68 大井関西電力 岐阜県 中津川市 89 時瀬中部電力 愛知県 豊田市

6 西平中部電力 岐阜県 揖斐川町 27 東上田中部電力 岐阜県 下呂市 48 高根第二中部電力 岐阜県 高山市 69 笠置関西電力 岐阜県 恵那市 90 矢作第二中部電力 愛知県 豊田市

7 河合中部電力 岐阜県 揖斐川町 28 瀬戸第一中部電力 岐阜県 下呂市 49 奥美濃(1G)中部電力 岐阜県 本巣市 70 新丸山関西電力 岐阜県 八百津町 91 押山中部電力 愛知県 豊田市

8 小宮神中部電力 岐阜県 揖斐川町 29 中呂中部電力 岐阜県 下呂市 50 奥美濃(2G)中部電力 岐阜県 本巣市 71 丸山関西電力 岐阜県 八百津町 92 平谷中部電力 長野県 平谷村

9 春日中部電力 岐阜県 揖斐川町 30 小坂中部電力 岐阜県 下呂市 51 奥美濃(3G)中部電力 岐阜県 本巣市 72 兼山関西電力 岐阜県 八百津町 93 和田川第一北陸電力 富山県 富山市

10 久瀬中部電力 岐阜県 揖斐川町 31 小坂川中部電力 岐阜県 下呂市 52 奥美濃(4G)中部電力 岐阜県 本巣市 73 今渡関西電力 岐阜県 可児市 94 和田川第二北陸電力 富山県 富山市

11 横山中部電力 岐阜県 揖斐川町 32 竹原川中部電力 岐阜県 下呂市 53 奥美濃(5G)中部電力 岐阜県 本巣市 74 新大井関西電力 岐阜県 中津川市 95 有峰第一北陸電力 富山県 富山市

12 金原中部電力 岐阜県 本巣市 33 瀬戸第二中部電力 岐阜県 下呂市 54 奥美濃(6G)中部電力 岐阜県 本巣市 75 平瀬関西電力 岐阜県 白川村 96 有峰第二北陸電力 富山県 富山市

13 根尾中部電力 岐阜県 本巣市 34 下原中部電力 岐阜県 下呂市 55 小里川中部電力 岐阜県 瑞浪市 76 鳩谷関西電力 岐阜県 白川村 97 成出関西電力 富山県 南砺市

14 白谷中部電力 岐阜県 関市 35 大船渡中部電力 岐阜県 下呂市 56 新猪谷北陸電力 岐阜県 飛騨市 77 椿原関西電力 岐阜県 白川村 98 新成出関西電力 富山県 南砺市

15 洞戸中部電力 岐阜県 関市 36 馬瀬川第一（自流）中部電力 岐阜県 下呂市 57 中山北陸電力 岐阜県 飛騨市 78 新椿原関西電力 岐阜県 白川村 99 赤尾関西電力 富山県 南砺市

16 上麻生中部電力 岐阜県 七宗町 37 馬瀬川第一（揚水）中部電力 岐阜県 下呂市 58 牧北陸電力 岐阜県 飛騨市 79 角川関西電力 岐阜県 飛騨市 100 境川関西電力 富山県 南砺市

17 新上麻生中部電力 岐阜県 七宗町 38 馬瀬川第二中部電力 岐阜県 下呂市 59 東町北陸電力 岐阜県 飛騨市 80 坂上関西電力 岐阜県 飛騨市 101 神通川第一北陸電力 富山県 富山市

18 七宗中部電力 岐阜県 白川町 39 池の俣中部電力 岐阜県 高山市 60 船津北陸電力 岐阜県 飛騨市 81 下小鳥関西電力 岐阜県 飛騨市 102 猪谷北陸電力 富山県 富山市

19 佐見川中部電力 岐阜県 白川町 40 旗鉾中部電力 岐阜県 高山市 61 栃尾北陸電力 岐阜県 高山市 82 打保関西電力 岐阜県 飛騨市 103 庵谷北陸電力 富山県 富山市

20 名倉中部電力 岐阜県 白川町 41 根方中部電力 岐阜県 高山市 62 中崎北陸電力 岐阜県 高山市 83 万波関西電力 岐阜県 飛騨市 104 蟹寺関西電力 富山県 富山市

21 新七宗中部電力 岐阜県 白川町 42 茶屋野中部電力 岐阜県 高山市 63 池の尾北陸電力 岐阜県 高山市 84 美濃川合関西電力 岐阜県 美濃加茂市 105 奥矢作第二中部電力 愛知県 豊田市
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